
 

 

 

 

 

 

〒０２８－８６０２ 久慈市山形町川井１０－１３－１     ◇◇◇学校教育目標◇◇◇ 

TEL７２－２００１・FAX２７－３１２９      学び高めあう子  （知育） 

児童数５４名 教職員数１６名          心豊かな子    （徳育） 

平成３１年４月１５日（月）発行 Ｎｏ４２４      強くたくましい子 （体育） 

 

～ご入学・進級おめでとうございます！～ 
 ４月８日、山形小学校第１２０回目の入学式が行われました。今年度は３名（男子２名、女子１名）の新

入生を迎えての式でした。担任の佐藤良子教諭を先頭に入場してきた１年生は、歓迎の拍手の中、体育館を

行進し、自分の席に着きました。呼名では、一人ひとり名前を呼ばれると「はい」ときちんと返事ができま

した。また、話を聞く態度もたいへん立派でした。 

今年度は、新元号のスタートの年でもあります。 

新しい時代を担う子どもたち一人ひとりが、これ 

からの小学校生活でたくさんのことを学び、のび 

のびと自分の力を発揮し、たくましく成長できる 

よう、私たち教職員は、一人ひとりの子どもに向 

き合い、全職員で支えていこうと思います。子ど 

もたちにとって大事な小学校生活が、楽しく充実 

した日々となるよう努めてまいります。 

１年間よろしくお願いいたします。 

 

 

 

                          ◇３１年度 山形小学校 教職員◇ 

職 名 氏 名 担任・担当 

校 長 西條 剛志  

副校長 大澤  滋 総務・ＰＴＡ 

教 諭 佐藤 良子 １年・教務主任 

教 諭 八幡 彩音 ２年・情報 

教 諭 工藤 陽子 ３年・図書 

教 諭 髙橋 沙綾 ４年・道徳 

教 諭 藤村 誠毅 ５年・研究主任 

教 諭 大森 新之介 ６年・生徒指導主事 

教 諭 上柿 裕美子 にこにこ学級・特別支援 

講 師 伊藤 妙子 のびのび学級・掲示 

養護教諭 吉澤 江理子 保健主事 

主 査 中村 一恵 庶務・経理＊霜畑小兼務 

栄養教諭 佐藤 朋子 給食センター勤務 

講 師 山名 花苗 学習支援 

かがやき支援員 笹花 鈴子 １・２年学習支援 

用務員 蒲野 康将 用務全般 

 

 

◇◇入学生の紹介コーナー◇◇ 

       

中村啓二さん 

・いろいろなことを知っている物知

り博士です。元気いっぱいで給食も

しっかり食べます。体の柔軟さも

No１です。 

 

上平徠人さん 

・サッカーが大好きで、ドリブルも

上手にできます。困っているお友達

を助ける優しさ No１です。 

 

小笠原 愛莉さん 

・体を動かすのが大好きです。お絵

描きも上手で、絵を見ながらのお話

もできます。元気いっぱい明るさ

No１です。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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学校教育目標 「かしこく、やさしく、たくましく生きる子ども」の育成 
         ○学び高め合う子（知） ○心豊かな子（徳） ○強くたくましい子（体） 

 

 

                                                         

    ◇新学習指導要領の基本方針をもとに、学習指導の充実を図り、児童の主体的な学習意欲を喚起し、 

基礎・基本の定着と学力の向上を図る。 

  ◇復興教育および特色ある教育活動を推進し、人との触れ合いを通して、心豊かな児童の育成を図る。 

  ◇家庭や地域との連携を密にし、まなびフェスト等の共有の目標達成を目指した学校づくりを進める。 

  ◇一人ひとりが伸び伸び個性を発揮できるよう特別支援教育の充実を図るとともに、子どもの命と人権

を守る安心安全な学校づくりを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

  

    勉強がわかったと目を輝かせている子どもたち、友だちと夢中になって遊んでいる子どもたち、 

困っている友だちがいれば寄り添っている子どもたち、おもいきり笑っている子どもたち、汗だく 

になりながら走り回っている子どもたち･････そんな子どもたちがいっぱいの学校にしたいです！ 

私たち教職員は、すべての子どもたちに寄り添い、支え励まし、ともに進んでいきます。 

 

 

新しい先生方の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の行事予定 
５日（金）始業式    １６日（火）家庭訪問     ２２日（月）振替休日 

８日（月）入学式    １７日（水）交通安全教室   ２３日（火）集金日・カジカ調査 

１５日（月）身体測定   １８日（木）全国学力調査   ２５日（木）内科検診 

１５日（月）避難訓練   ２０日（土）参観日      ２６日（金）１年生を迎える会 

◇学校経営の重点◇ 

～めざす学校の姿～     

○ 学ぶ喜びとふれ合いのある、生き生きとした学校  

○ 明るくきれいで、あいさつと笑顔あふれる学校 

○ 地域を知り、地域から信頼され、地域と連携する学校 

３１年度の学校経営について 

子ども 教職員 

◇八幡 彩音先生（２年担任） 

 好きなことは釣り（海も川も）と昆虫採集（特に

カブトムシ）、スキー、スノーボード、旅行などた

くさんあります。子どもたちに負けないくらい山

形町で遊んで、一緒に学校生活を楽しみたいと思

います。よろしくお願いします。（新採用です。） 

◇工藤 陽子先生（３年担任） 

元気でおちゃめで、がんばり屋で、ちょっぴりお

しゃべりな３年生と過ごす１年がとても楽しみで

す。よろしくお願いします。 

◇山名 花苗先生（学習支援） 

 明るく何事にもがんばる山形小の子どもたちと

学習、生活、遊びをするのがとても楽しいです。

どうぞよろしくお願いいたします。 

◇吉澤 江理子先生（養護教諭） 

 山形小の子どもたちの素直さ、優しさ、頼もし

さに毎日元気をもらっています。音楽が好きなの

で、そのことも取り入れながら、安心できる温か

い保健室を目指していきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

〒０２８－８６０２ 久慈市山形町川井１０－１３－１     ◇◇◇学校教育目標◇◇◇ 

TEL７２－２００１・FAX２７－３１２９      学び高めあう子  （知育） 

児童数５４名 教職員数１６名          心豊かな子    （徳育） 

令和元年５月１３日（月）発行 Ｎｏ４２５      強くたくましい子 （体育） 

 

参観日・PTA総会 ありがとうございました！ 
 ４月２０日は参観日でした。新学期がスタートして、やる気満々の子どもたちの姿を見ていただきました。

特に、１年生は入学して２週間ですが、小学校の生活にもだんだん慣れたようです。授業と休み時間の切り

替えや給食準備、縦割り清掃など、できることがたくさん増えてきています。もう、立派な１年生です。高

学年では、外国語の授業を行いました。保護者のみなさんには、なかなか観ていただく機会のない教科かと

思いますが、今回は担任だけで行う授業スタイルで行いました。月に数回、外国人の講師（通称 ALT）が来校

し、担任の補助をしながら授業をしてくれる授業もあります。来年度から新しい学習指導要領での教育内容

になります。今年度は移行期として、できる部分からの先行実施をしております。学校からも随時、教育活

動の発信を行い、学校の様子や新しい教育内容などについてお知らせしたいと思います。また、「今日はどん

なことをしたの？」とお子さんに聞くこともたくさんしてほしいと思います。子どもたちの充実した学校生

活に向けて、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年生こくご           ２年生さんすう           ３年生音楽 

「あいうえお」の学習        たし算のひっ算の学習       歌いながらの交流タイム 

 

 

 

 

 

 

 

 

４年生国語           ５年生外国語             ６年生外国語 

漢字辞典の使い方       「How many？」の学習       「This is ME!」の学習 

 

令和元年度ＰＴＡ役員 ～１年間、よろしくお願いします～ 

◎会長：永井克之さん ◎副会長：角 悦晶さん、谷地大輔さん、下舘雄治さん 

◎母親委員：日向美穂さん ◎監事：上村智聡さん、中村美雪さん 
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なかよくなろうね・・・１年生を迎える会  
 ４月２６日は児童会行事「１年生を迎える会」がありました。学年ごとに会場飾りやプレゼントなど役割

分担をして準備にあたってきました。当日は、温かな雰囲気に包まれた中、1 年生は６年生に手を引かれて

入場してきました。終始、笑顔の 1 年生は、自分たちの発表の番になると元気いっぱいの声で発表ができま

した。今年も仲の良い山形小学校です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６年生と入場          ６年生からの紹介      ２年生からプレゼント 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月の行事予定 
８日（水）炭学習（３年）児童総会     ２１日（火）音楽朝会 

９日（木）花植え（１・２年）       ２３日（水）運動会予行  

１０日（金）集合学習            ２５日（土）運動会 

１１日（土）ＰＴＡ奉仕作業         ２８日（火）愛山荘すずらん訪問（１・２年） 

１３日（月）眼科検診（全学年）       ２９日（水）青少年劇場 

１５日（水）集金日、心臓検診（１年生のみ） ３１日（金）田植え（３年～６年） 

 

ハナカジカ調査（５・６年生） 

今年も小平沢川のハナカジカ調査に行ってきま

した。この調査は、川の水質調査も兼ねており、自

然環境の変化を調べる貴重な調査です。今回は、

４匹しか確認できませんでした。台風の影響で適

度な大きさの石が流され、生息環境が変化してき

たのかもしれません。２学期も調査するので、保

護の観点から、水質以外の項目も検討してみよう

と思います。 

 

 

 

 

炭学習（３年生） 

３年生が毎年行っている炭学習。今回は、昨年

１１月に火を入れた炭の取り出し作業を行いまし

た。また、飾り炭用の缶も取り出し、どんなものが

出来上がったのか見てみました。取り出し作業の

後は、講師の韮澤彦三さんに炭焼きに関する質問

に答えていただきました。 

取り出した炭は、今年も山形町チャリティーで

販売する予定です。 

 

 



 

 

 

 

 

 

〒０２８－８６０２ 久慈市山形町川井１０－１３－１     ◇◇◇学校教育目標◇◇◇ 

TEL７２－２００１・FAX２７－３１２９      学び高めあう子  （知育） 

児童数５４名 教職員数１６名          心豊かな子    （徳育） 

令和元年６月１０日（月）発行 Ｎｏ４２６      強くたくましい子 （体育） 

 

運動会大成功！～暑さに負けずがんばりました～ 
晴天に恵まれた５月２５日、運動会が行われました。５月としては暑すぎる日が続いていましたが、練習

から子どもたちは一生懸命取り組んできました。今年の児童会スローガンは、「燃えろ赤組、輝け白組、心

をひとつに勝利に向かって突っ走れ」でしたが、このスローガンどおり一体感のある運動会でした。全

身を使って力の限り応援している姿、思い切り走る姿、踊りに演奏、係の仕事など・・・一生懸命な姿

にあふれキラキラ輝いていました。子どもたちのがんばりは、保護者や地域の方々の応援や支えがあっ

てのものです。様々な準備や環境整備、当日の応援などたくさんのご協力、本当にありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年生の開会の言葉       元気いっぱい応援合戦          低学年リレー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナニャラドヤラ         今年も見事！マーチング          親子競技 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高学年リレー           迫力のＰＴＡ綱引き        係の仕事もしっかりと！ 
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花壇づくり～花の苗を植えました～  
 ５月９日に学校の中庭の花壇に花の苗植えをしました。今年は、１年生と２年生が川井健康クラブの皆様

に教えていただきながらの苗植えでした。低学年では、一人ひとりの鉢植えでアサガオやプチトマトの栽培

などをすることもありますが、花壇への苗植えをする機会はありませんでした。苗を植えるための穴の深さ

や植えた後の土のかぶせ方など一つ一つ丁寧に教えていただきました。花壇の管理も自分たちでできるよう

にして、きれいな花壇を維持していきたいと思います。お世話になった川井健康クラブの皆様、ありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月の行事予定 
４日（火）全校朝会 知能検査（２・４年） １４日（金）陸上現地練習（サンスポーツランド） 

５日（水）こころの劇場（４～６年）    １７日（月）集金日  

６日（木）耳鼻科検診（全校）       １８日（火）陸上記録会壮行会 

１０日（月）体力テスト           １９日（水）市内陸上記録会 

１１日（火）防災学習の日、音楽朝会     ２６日（水）プール開き 

１３日（木）身体測定、集合学習       ２７日（木）校外学習（６年：内間木洞） 

 

愛山荘すずらん訪問 
 

１年生と２年生は、毎年、愛山荘への訪問活動を行っています。昨年度、小国小学校との統合を機に、

小国小学校の伝統活動の「すずらん訪問」を引き継ぐことにし、活動の名称を「愛山荘すずらん訪問」と

しました。今年も小国地区の自治会長さんにお願いし、すずらんの花を用意していただきました。 

５月２８日、採ったばかりのすずらんを届けに愛山荘に行ってきました。愛山荘のステージでは、「さ

んぽ」を歌った後、運動会で踊ったダンス「マスカット」を披露しました。その後、入居者や職員の方々

にすずらんの花をプレゼントしてきました。 

ちなみに、すずらんの花言葉は、「再び幸せが訪れる」「純粋」のようです。 



 

 

 

 

 

 

〒０２８－８６０２ 久慈市山形町川井１０－１３－１     ◇◇◇学校教育目標◇◇◇ 

TEL７２－２００１・FAX２７－３１２９      学び高めあう子  （知育） 

児童数５４名 教職員数１６名          心豊かな子    （徳育） 

令和元年７月１日（月）発行 Ｎｏ４２７       強くたくましい子 （体育） 

 

元気な身体めざして  ～ガタゴンチャレンジ開始！～ 
 山形小学校の教育目標は「学び高め合う子、心豊かな子、強くたくましい子」です。これは、「知・徳・体」

の健全育成を目指した目標になっており、具体的な取り組みを継続してきました。今年度は、そこに新たな

試みを加えております。その一つが「ガタゴンチャレンジ」という名称の運動量確保に向けた取り組みです。

これは、児童一人ひとりに歩数計をつけさせ、1 日分の歩数を知ることで自分の運動量を意識させ体力づく

りにつなげるというものです。1 日の目標歩数を５０００歩にしました。せっかくなので、全校児童の 1 日

の歩数を合計し、どのぐらい歩いたことになるのか地図上に示すことにしました。今回は、山形町内 1 周を

ゴールに設定し、何日で達成するかに挑戦しています。この歩数計を付け始めたところ、休み時間に外に出

る子が増え、1 日で１００００歩以上のカウントを達成する子もいました。この取り組みは１学期終わりま

で続き、山形町内１周を達成した後は、新たな目標を設定し、継続していく予定です。夏休み中は、希望す

る子への貸し出しも考えているところです。 

 

～合言葉～ 

○が んばって 

○た いりょくこうじょう 

○ゴ ールめざして 

う○ん どうしよう 
 

◇◇◇保健の掲示紹介（工夫がいっぱいの健康コーナーです！）◇◇◇ 
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陸上記録会～めざせ自己ベスト～  
 ６月１９日、サン・スポーツランドを会場に市内陸上記録会が行われました。本校からは、５年生と６年

生が全員選手として参加してきました。運動会後からの約３週間の練習期間でしたが、雨天や校庭の状態が

悪く外での練習時間が十分に確保できませんでした。しかし、子どもたちは限られた時間の中で集中して練

習に取り組んできました。準備や片付けは、自分の種目以外でも手が空いている子が進んで手伝う姿もたく

さん見られました。陸上記録会では、自己ベストを更新できた子もいれば残念ながら更新できなかった子も

いましたが、全力を尽くすことができました。早い時間帯に出場が終わった子は、これから出場する選手の

サポートをするなど、当日も「チーム山形小」としての姿がありました。この陸上記録会を通して、陸上競

技の力だけでなく、心も強く豊かに伸ばすことができたと思います。さすが、山形小の子どもたちです。 

  

＜出場選手の紹介＞ 

５年女子１００ｍ 谷地 樺林、清水 想花 

５年女子２００ｍ 小渡 四季 

５年男子２００ｍ 沼袋 亮介 

５年女子走り幅跳び 下舘 春稀 

５年女子走り高跳び 角 紅春 

５年男子走り幅跳び 佐藤 遙音 

５年男子走り高跳び 成谷 奏太 

５年女子ソフトボール投げ 日向 稀桜 

５年男子ソフトボール投げ 類瀬 太寿 

６年女子１００ｍ 宅石 朱希、木地谷 凛香 

６年男子１００ｍ 谷地 ルミナ、大畑 勢那 

６年女子ソフトボール投げ 角 美希 

６年男子ソフトボール投げ 宅石 樹 

共通女子８０ｍハードル 田中 彩遥 

共通男子８０ｍハードル 下舘 羽來、下舘 大輝 

５年女子４×１００ｍリレー 田中 彩遥、清水 想花、小渡 四季、日向 稀桜、角 紅春 

５年男子４×１００ｍリレー 成谷 奏太、沼袋 亮介、佐藤 遙音、下舘 羽來 

６年男子４×１００ｍリレー 宅石 樹、谷地 ルミナ、大畑 勢那、下舘 大輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月の行事予定 
１日（月）ＡＥＤ授業（５・６年）  １２日（金）スポーツ笑顔の教室（４～６年） 

２日（火）全校朝会 小中交流会   １６日（火）音楽朝会、集金日 

３日（水）授業研究会（６年）    １８日（水）校外学習（４年）  

５日（金）七夕集会 集合学習    ２４日（水）親子防災教室 

９日（火）児童朝会         ２５日（木）１学期終業式 

 

◇陸上記録会を通して学んだこと 

（６年生の振り返りから） 

・努力することの大切さ 

・最後まであきらめない 

・自主的に行動する 

・進んでみんなに声かけをする 

・悔しさを次のバネにする 

・過程が重要 

・緊張する場でいつも通り力を発揮できるように

準備する 

今年は「防災ロープワーク」

がテーマです。いろいろ役立

つ結び方が学べます！ 



 

 

 

 

 

 

〒０２８－８６０２ 久慈市山形町川井１０－１３－１     ◇◇◇学校教育目標◇◇◇ 

TEL７２－２００１・FAX２７－３１２９      学び高めあう子  （知育） 

児童数５４名 教職員数１６名          心豊かな子    （徳育） 

令和元年７月２５日（木）発行 Ｎｏ４２８      強くたくましい子 （体育） 

 

１学期がんばりました ～楽しい夏休みを！～ 
 ４月、３人の新入生を迎えてスタートしたと思ったら、あっという間に１学期の終業となりました。 

毎日、子どもたちの元気いっぱいの姿が見られました。そして、この４ヶ月間で子どもたちはぐんぐん成

長してきました。課題の追求に真剣取り組む学習の姿、表情豊かに歌い上げる合唱、元気いっぱいに体を動

かす休み時間、笑顔があふれる縦割り班遊び、児童会行事、学校行事など、すべてが子どもたちの成長につ

ながってきた時間です。１年生は、すぐに学校生活に慣れ、自分でやれることが増えました。縦割り班での

掃除もとても上手になりました。２年生は、毎日、笑顔があふれていました。生活科の町探検ではメモを取

りながらの見学だけでなく、あいさつもしっかりできました。３年生は、知的好奇心がぐんぐん育ってきま

した。青虫の観察やカブトムシの飼育など生き物に対する優しさにもあふれていました。いつも仲良しの４

年生は、マーチングの演奏がとても上手になりました。また、漢字計算テストで満点を取るなど、努力する

力が伸びてきました。５年生は挑戦する力がついてきました。高学年としての役目だけでなく、陸上記録会

などの対外試合など初めてのことに一生懸命取り組んでいました。 

６年生は、全校のリーダーとして大活躍をしてくれました。７人の 

チームワークで今年の山形小学校を引っ張ってくれています。 

さて、本校の夏季休業は、７月２６日から８月１９日までの２５日 

間です。事故やけがのない安全で楽しい夏休みを過ごしてほしい 

です。家族や地域の方々とのふれあいが楽しい夏休みにつながる 

と思いますので、子どもたちへの声がけや見守りをしていただけ 

れば幸いです。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【七夕集会】 

願い事を書いた短冊を飾りつけや、仲間集め

ゲームをして楽しみました。 

【スポーツ笑顔の教室】 

今回の夢先生は、元ジャパンラグビートップ

リーグ選手の山下祐史さんでした。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1491987329/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1jdk05MjBETWk1WS9VZjh6SnRKWVNUSS9BQUFBQUFBQVdwTS9RLTY2ZkNMVURDQS9zODAwL2Zsb3dlcl9yb3NlLnBuZw--/RS=^ADB6sAhp66F7tQ3kHJsDHyoViBUgmI-;_ylt=A2Rivc4AmuxYThEAzBaU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1563874325/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvdG9saWJyYXJ5LmpwL2ltZzI1NS8xOTc4NjlfMjAwNDExOS5odG1s/RS=^ADBF5xC6Uif9vuYfsGg51z3QfYGjYI-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTUyJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1JxckQ4N0s3NktOcGFnRmJyVEtDX1kwTEw4dHd2ZkNQM19NWFdCOXktNEZVakljNmtoR1AzT2VjalkEcAM1YVNQNUx5UjQ0R19JT09DcE9PRHFlT0N1ZU9EaUEtLQRwb3MDNTIEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-


親子で学ぼう～防災ロープワーク～ 

 ７月２４日に親子防災教室を行いました。昨年度から始まった親子防災教室ですが、今年のタイトルは、

「防災ロープワーク」。日常生活で覚えておくと便利なロープワークですが、実は災害時にもとても役立つも

のです。今回取り上げたロープワークは、①もやい結び ②連続止め結び ③本結びの３種類です。ロープ

ワーク体験の締めくくりは、本結びを使ったゲームでした。楽しい活動を取り入れながらも防災について考

える体験学習をこれからも続けていきたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（最近始まったドラマを見ていたら、三陸鉄道のシーンが流れました。私が勤務していた学校のすぐ近くにある駅でした。 

あの日、泣きじゃくる子どもたちの手を引き、高台に逃げたのを思い出しました。防災教育の大切さをかみしめています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月の行事予定 
２０日（火）２学期始業式         ２６日（月）集合学習 

２１日（水）身体測定 プール（１年）   ２７日（火）音楽朝会 プール納め 

２２日（木）自由研究発表会        ３０日（金）防災教室・戸呂町訪問（４～６年）  

２３日（金）プール（２～６年）      ３１日（土）水泳記録会         

 

「ガタゴンチャレンジ」山形町内１周達成！ 

６月２４日からスタートした歩数計を活用しての体力向上プログラム「ガタゴンチャレンジ～めざ

せ山形町内１周～」は、７月１０日ついに目標を達成しました。２学期は、マラソン大会もあるので

さらなる体力向上を目指します。 

＜７／８～７／１２で１日５０００歩達成した人＞ 

徠人さん、愛莉さん、瑞姫さん、凪花さん、寧心音さん、幸汰さん、美柚さん、洸多朗さん、 

蘭さん、敬惇さん、音耶さん、三稀さん、綺々さん、寧々さん、羅良さん、慧さん、四季さん、 

奏太さん、春稀さん、亮介さん、遙音さん、彩遥さん、想花さん、稀桜さん、樹さん、勢那さん、

ルミナさん、大輝さん 



 

 

 

 

 

 

〒０２８－８６０２ 久慈市山形町川井１０－１３－１     ◇◇◇学校教育目標◇◇◇ 

TEL７２－２００１・FAX７２－３１２９      学び高めあう子  （知育） 

児童数５４名 教職員数１６名          心豊かな子    （徳育） 

令和元年１０月２８日（月）発行 Ｎｏ４３１     強くたくましい子 （体育） 

 

 

 

 

 

１０月１９日、おらほーるで学習発表会を行いました。今年のテーマは「笑顔、力を合わせてつくろう！

みんなが主役の学習発表会」。子どもたちは、かわいらしい演技から迫真の演技までそれぞれの学年の練習の

成果を発揮し、見事に演じ切りました。全校合唱では、５・６年生がＩＢＣ子ども音楽コンクールで歌った

曲「希望の歌」を発表しました。どの学年の劇発表も素晴らしかったのですが、「閉会の言葉」もまたステキ

なパフォーマンスでした。毎年、６年生が担当している閉会の言葉は、６年生から全部の学年へのメッセー

ジで構成されています。それぞれの学年の発表への温かいコメントがセリフになっており、寸劇風に発表し

てくれました。劇で使われたセリフや動きを取り入れた６年生の発表に会場は笑顔に包まれました。小学校

最後の学習発表会で、最高学年としての役目を果たしてくれた６年生のみなさん、ありがとう！（会場から

は大きな拍手が贈られました。） 

 当日は、朝から雨ふりにもかかわらずたくさんの方々においでいただき、子どもたちにたくさんの拍手を

いただきました。本当にありがとうございました。また、今年も裏方として子どもたちの発表を支えてくだ

さったおらほーるとアンバーホールのスタッフの皆さんにも感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１・２年「小さな小さなまほつかい     ３年「あひるのグァッグァッグァッ」     ４年「10才のありがとう」 

たちの大きな大きなぼうけん 」                             ～令と和の不思議な体験から～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５年「風の子守歌」                            6年「走れメロス」 

『一人ひとりが力を発揮した学習発表会 』 
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～今年も豊作・・・稲刈りをしました！～ 
１０月７日、３年生から６年生までが参加し、稲刈りを行いました。稲刈りの指導は、田んぼを貸してく

ださっている成谷義克さんです。米づくり学習は、４年生の地域教材学習のテーマとなっているので、「始め

の会・終わりの会」の進行は４年生が行いました。成谷さんからは、稲を刈るときのポイントを教えていた

だきました。稲の茎のつかみ方や鋸鎌の使い方など安全な刈り方について学びました。刈り取った稲を束ね

るのは、お手伝いに来てくださったおうちの方々にお願いしました。はせ掛けした稲の脱穀は、今月末の予

定です。そして、１１月１９日の収穫祭で餅つきをしていただくことにしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

しっかり刈り取り               こうやって束ねて              はせがけに運ぼう 

 

 

 

チャリティー演芸会＆炭販売         
 ９月２９日、山形町チャリティー演芸会が行われました。この日は、演芸会の開始前に３年生が学習して

いる炭の販売も行いました。バーベキュー用の炭と飾り炭の２種類の販売を行いました。「元気炭」と名付け

られた炭は、子どもたちがデザインした絵やきれいなラッピングが施されていました。販売と同時にどんど

ん売れて、あっという間に完売しました。売り上げの一部は、チャリティー演芸会への寄付金にあてました。

演芸発表では、１～３年生による歌「パプリカ」を披露しました。この曲は、朝の歌で歌っていた歌で振り

付けもあります。子どもたちは元気いっぱいに発表し、会場の方々から大きな拍手をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

販売チーム                   呼び込みチーム              「パプリカ」発表 

 

１１月の行事予定 
５日（火）全校朝会             １９日（火）児童朝会、収穫祭 

７日（木）あづび場             ２０日（水）あづび場（低） 

８日（金）参観日、親子料理教室       ２１日（木）家庭学習強化週間、山中体験入学 

１２日（火）音楽朝会 炭学習（３年）     ２２日（金）繋地区歌声訪問 

１３日（水）あづび場（低）          ２６日（火）薬物乱用防止教室（５、６年） 

  １５日（金）市内音楽会（４～６年）      ２８日（木）あづび場（全） 

  １７日（日）綱引き大会（５・６年出場）    ２９日（金）ふれあい給食 

 



会場を魅了した・・・久慈市音楽発表会 

 

 

 

 

 

 

〒０２８－８６０２ 久慈市山形町川井１０－１３－１     ◇◇◇学校教育目標◇◇◇ 

TEL７２－２００１・FAX７２－３１２９      学び高めあう子  （知育） 

児童数５４名 教職員数１６名          心豊かな子    （徳育） 

令和元年１１月２８日（木）発行 Ｎｏ４３２     強くたくましい子 （体育） 

 

 

 

 

 

１１月１９日（火）、子どもたちが楽しみにしていた収穫祭が行われました。この収穫祭は、日頃、お世話

になっている方々への感謝と収穫の喜びを分かち合うことを目的にした行事です。５月の田植えと１０月の

稲刈りは、３年生から６年生で行いますが、米づくりをテーマにした学習として取り組んでいるのは４年生

です。オープニングとして４年生が、１年間の米づくりの様子をスライドと共に発表しました。続いて、全

校児童による合唱「パプリカ」と「怪獣のバラード」を披露しました。次は、恒例の祖父母や地域の方々と

の交流ゲームで楽しみました。そして、いよいよ子どもたちのお楽し 

み「餅つきタイム」です。杵と臼を２つ用意し、子どもたちが交代し 

ながら餅つきをしました。杵を振り下ろすのに合わせみんなで掛け声 

をかけながら、会場が一体となった餅つきタイムでした。 

餅つきが終わるといよいよ会食タイム。今年は、納豆、みたらし、 

きなこ、あんこの４種類の味が楽しめました。おいしいお餅を味わい 

ながらの楽しい時間を過ごすことができました。参加いただいた祖父 

母、地域のみなさん、そして、準備をしてくださったＰＴＡ健全育成 

部のみなさん、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の方との交流ゲーム      力いっぱい餅つき！     裏方さん（ＰＴＡ健全育成部） 

 

 

 

 

 

１１月１５日は久慈市文化会館アンバーホールで音楽発表会が 

行われました。山形小学校の演奏は、合唱「希望の歌」とマーチ 

ングの合奏でした。合唱は、ＩＢＣ子ども音楽コンクールに出場 

した５・６年生に新たに４年生が加わりました。「とてもクリアな 

合唱！素晴らしいです。表現の幅も広く、音楽の流れがとても自 

然！」という評価を講師の先生からいただきました。心を一つに 

表現できる演奏は、山形小学校の財産であり、大切にしていきた 

い学校の文化です。 

たくさんの感謝を込めて・・・収穫祭 
 

４年生の発表 
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旧繋小学校見学へ Go! ～歌声訪問隊～ 
 

 

 

 山形小学校では、地域から学ぶ勉強「地域教材学習」に力を入れてきました。統合した学校から引き継い

だハナカジカ調査や炭学習もその一つです。今年度から、統合した学校の校舎見学から学ぶことにも取り組

んでいます。８月には戸呂町小学校校舎の見学をしましたが、今回は繋小学校に行ってきました。ドーム型

の校舎は全国的にも珍しく、当時は全国各地から多くの視察があったようです。今回の見学では、校舎建設

に関わる組織で事務局長をしていた大谷内利男さんに講師をしていただきました。校舎建設に関わって何度

も何度も集まりを持ち、地域の方々のたくさんの意見を取り入れたことなどをお話ししていただきました。

まさに、地域全体の願いや思いが実った新校舎だったという話を聞きました。自由見学では、囲炉裏の部屋

や浴室、温室などに歓声を上げながら見て回りました。 

 見学の後は、つなぎ地区消防コミュニティーセンターに移動しました。実は、今回の校舎見学に合わせて

繋地区の方々との交流も計画していたのです。今回の訪問には「自分たちの歌で地域の人たちを元気にした

い！」という６年生の思いも込められていましたので「歌声訪問隊」というタイトルをつけて、事前に繋地

区の方々にはチラシの配布をお願いしておりました。会場は子どもたちの到着を待っていてくださっていた

繋地区の方々がいました。子どもたちは「三陸鉄道が行く」と「希望の歌」の２曲を歌いました。最後に、

今年収穫したもち米をプレゼントして交流会を閉じました。短い時間でしたが、参加してくださった方々は

久しぶりに聞く子どもたちの歌声をとても喜んでくださいました。中には、平成１２年度に繋小学校の子ど

もたちがＩＢＣ子ども音楽コンクールの東北大会に出場したときのことを語ってくれた方もいました。今回

の学習をとおし、「地域の方々の思い」について学ぶことができたように思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドーム型の校舎       中央は運動ホール、２階は教室     笑顔で交流できました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

綱引き大会 ～優勝＆第３位～ 
 １１月１７日（日）、Ｂ＆Ｇ体育館で行われた

山形町綱引き大会に５・６年生が出場しました。

今年も丹内光一さんのご指導の下、大会までの２

週間あまり放課後の練習をしてきました。今年は

優勝と第３位という立派な成績を収めることがで

きました。また、大人の部には保護者の参加もた

くさんあり、親子で応援する姿も見られました。 

*****１２月の予定***** 

  ２日（月）期末清掃週間、ＡＬＴ 

 ３日（火）全校朝会、身体測定 

 ４日（水）あづび場（低） 

 ５日（木）漢字大会 

 ６日（金）クリスマス集会 

１０日（火）児童朝会 

１２日（木）計算大会、ＣＲＴ 

１３日（金）ＣＲＴ 

１６日（月）ＡＬＴ、クラブ 

１７日（火）午前授業日 

１８日（水）午前授業日 

１９日（木）しらかば号 

２０日（金）午前授業日 

      ５・６年のみ給食あり 

２４日（火）期末面談 

２５日（水）終業式 

２６日（木）冬休み～１月１５日まで 



ふれあい給食会 ～短角牛いただきます！～ 

 

 

 

 

 

 

〒０２８－８６０２ 久慈市山形町川井１０－１３－１     ◇◇◇学校教育目標◇◇◇ 

TEL７２－２００１・FAX７２－３１２９      学び高めあう子  （知育） 

児童数５４名 教職員数１６名          心豊かな子    （徳育） 

令和元年１２月２３日（月）発行 Ｎｏ４３３     強くたくましい子 （体育） 

 

 

 

 

 

２学期も残り数日、２５日には終業式を迎えます。長い２学期は思い出に残るたくさんの出来事があ

りました。Ｂ＆Ｇプールに行って水泳学習をしていた８月は、復興教育の一つとして旧戸呂町小学校の

校舎見学をしました。９月はＩＢＣ子ども音楽コンクールへの参加、マラソン大会、図工のワークショ

ップ、１０月は学習発表会、１１月は市内音楽会、収穫祭、旧繋小学校見学＆歌声訪問、１２月はクリ

スマス集会と、楽しいことやがんばったことがたくさんありました。子どもたちは毎日元気に登校し、

その日やるべきことに一生懸命取り組んでいました。体の成長はもち 

ろんですが、心と頭もしっかりと成長しました。 

今日まで、たくさんの活動ができたことや無事に学校生活を送るこ 

とができたのも、家庭や地域の皆様のご協力あってのことです。本当 

にありがとうございました。 

冬休みは、１２月２６日から１月１５日までの２１日間です。冬休 

みならではの活動を楽しんでほしいものです。３学期、元気な笑顔で 

会えるのを楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

プール学習         図工ワークショップ         市内音楽会 

 

 

 

 

 

１１月２９日、「地産地消ふれあい給食の日」でした。 

久慈市の農林水産業への関心や理解を深め、地産地消及び 

食育の推進を図るために毎年行われておりまして、今年は 

山形小学校が会場でした。久慈市長さんやＪＡ新いわてく 

じ短角牛肥育部会長さんが出席し、食生活のことや短角牛 

についてのミニ学習会も行われました。 

その後は、この日の給食メニューの「短角牛丼」をお 

いしくいただきました。 

 

２学期・・・たくさんの成長がありました！ 
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めざせ・おそうじマイスター！～年末掃除大作戦～ 

  

 

 

１２月６日は、クリスマス集会がありました。これは児童会執行部が 

全校のみんながもっと仲良くなるために計画したものです。執行部はク 

リスマスバージョンに変身しクリスマス気分を盛り上げてくれました。 

最初は、クリスマスについてのお話の読み聞かせです。プロジェクター 

に絵を映しながら読んでくれました。次に、クリスマスに関するクイズ 

をしました。最後は、恒例の手作りクリスマスカード交換です。世界に 

たった１枚しかないクリスマスカードです。どの子もニコニコしながら 

交換したカードを見ていました。温かさに包まれたひと時でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 年末の大掃除に向け、新しい試みをしてみました。その名も「めざせ！おそうじマイスター」。山形小の子

どもたちは、普段から一生懸命おそうじをしています。そんな子どもたちのがんばりをしっかりと見つけて

あげるために覆面調査員を用意しました。覆面調査員なので、いつ訪れるかもどんな人が来るかも秘密です。

さりげなく子どもたちのおそうじの様子をチェックします。そして、おそうじ名人の班を決定します。おそ

うじ名人に選ばれた班には「おそうじマイスター」という称号が与えられます。（三ツ星レストランみたいな

感じです）子どもたちには前の週から今回の取組については説明しておきました。もちろん、覆面調査員に

ついても知らせておきました。さてさて、結果はどうなったのでしょう？なんと、６つの班が「おそうじマ

イスター」に認められました。もちろん、校舎はピカピカ・・・気持ちよく年末を迎えられそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果表示＆メッセージコーナー          謎の覆面調査員の登場！この人はだれ？ 

 

 

 

 

 

 

*****１月の予定***** 

１６日（木）３学期始業式 下校指導  

１７日（金）集金日 

２０日（月）スクールカウンセラー来校日 

２４日（金）スクールカウンセラー来校日 

２７日（月）ＡＬＴ来校、委員会 

２８日（火）児童朝会 しらかば号来校 

３０日（木）スキー教室（３年生以上） 

３１日（金）スキー教室（１・２年生）                    

クリスマス集会・・・手作りカード交換しました！ 

よいお年を！ 



５年生合奏「キリマンジャロ」 

 

 

 

 

 

 

〒０２８－８６０２ 久慈市山形町川井１０－１３－１     ◇◇◇学校教育目標◇◇◇ 

TEL７２－２００１・FAX７２－３１２９      学び高めあう子  （知育） 

児童数５５名 教職員数１６名          心豊かな子    （徳育） 

令和２年２月４日（火）発行 Ｎｏ４３４       強くたくましい子 （体育） 

 

 

 

 

 

１月１６日（木）から３学期が始まりました。始業式が始まる前に、 

転入生の紹介がありました。新しく山形小学校の一員になったのは、 

３年生の城内琉我くんです。３学期から全校児童数は５５名になりま 

した。３年生は１５人となり、ますます元気いっぱいの明るい学級に 

なることでしょう。城内琉我くんも早く学校になれて、元気いっぱい 

過ごしてほしいものです。 

 始業式では、校長先生の話の他に、児童代表として児童会執行部の宅石樹くん、３年生代表の佐藤美

柚さん、６年生代表の大畑勢那くんが３学期の抱負などを発表してくれました。３学期は、１年間の締

めくくりの学期でもあるので、全員元気に過ごしてほしいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５年生企画運営 ♪音楽発表会♬ 
 1月２８日２９日の２日間にわたり、「音楽発表会」が行われました。これは、５年生が計画した学級行事

ですが、全校に呼び掛けたところ全部の学年から参加希望があり、全校でのイベントとなりました。昼休み

時間を使い、それぞれの学年、グループがエントリー 

した曲を発表しました。どの発表もステキでしたが、 

司会や運営を行った５年生の動きもまた素晴らしい 

ものでした。限られた時間内で行うために、発表の 

準備時間を短くするためにテキパキと動いていまし 

たし、その時間を利用しての感想インタビューも上 

手でした。自分たちで計画し実行することで学ぶこ 

ともたくさんあった音楽発表会だったと思います。 

終了後、音楽発表会の実行委員に感想を聞いてみ 

ました。「全校のみんなが笑顔になるような発表会 

にしたいと思っていました。発表会が終わった後、 

３学期、元気にスタート！ 
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たくさんの笑顔が見られたので満足度１００％です。」（彩遥さん）「当日に司会やインタビューは緊張したけ

ど、聞きやすいようにはっきりと大きな声で言えたので良かったです。やってみてとても楽しかったし、み

んなの笑顔がいっぱいだったのでとてもうれしかったです。」（春稀さん） 

楽しい時間を計画してくれた５年生のみなさん、ありがとう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４年生「オーラリー」      ダンスユニットの「パプリカ」     ２年生「かぼちゃ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年生「きらきらぼし」      ３年生「一歩」          インタビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉澤先生のホルン「優しいあの子」  ６年生「星空はいつまでも」       司会と運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～防災教室「東日本大震災から学ぶ」のお知らせ～ 

・日時 ２月１０日（月）５時間目１３：５０～１４：３５ 

・場所 山形小学校図書室 

・内容 東日本大震災を教材に、地震と津波の仕組みについての学習や復興に向けた教育活動の紹介を通し

て子どもたちに考えさせたいことをテーマに行います。 

*****２月の予定***** 

３日（月）スキー教室（３～６年生）     １７日（月）集金日  

５日（水）スキー教室（１・２年生）     １８日（火）全校朝会 

７日（金）校外学習（４年生内間木洞）    １９日（水）児童総会 

１０日（月）防災教室「東日本大震災から学ぶ」 ２０日（木）計算大会 

講師：校長            ２１日（金）参観日、専門部会、懇談会 

１２日（水）１日入学             ２７日（木）６年生を送る会、漢字大会                    

どなたでも参観できます！ 

ぜひ、おいでください。 
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TEL７２－２００１・FAX７２－３１２９      学び高めあう子  （知育） 

児童数５５名 教職員数１６名          心豊かな子    （徳育） 

令和２年２月２８日（金）発行 Ｎｏ４３５       強くたくましい子 （体育） 

 

 

 

 

 

１月３０日３１日、２月３日５日の４日間、スキー教室がありました。 

１・２年生の部と３年生以上の部に分かれてそれぞれ２日間ずつ行いま 

した。開校式では、指導に当たってくださる講師の方々を紹介した後、 

一人ひとりのスキー技術に応じて分けたグループごとに練習を始めまし 

た。冬休み中に地区子ども会などで初滑りをしていた子も多いようでし 

たが、みんな講師の方々の指導をしっかり聞きながら練習をしていました。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～授業参観・ありがとうございました！～ 
 ２１日（金）は今年度最後の授業参観日でした。１年間の子どもたちの成長ぶりを見ていただけたでしょ

うか。今回は、生活科、英語、体育、理科、図工、社会と様々な教科の授業が行われました。 

中でも、卒業が間近になった６年生は、自分の調べた外国についての 

個人発表会を行っていました。時間を決めて、発表する人と聞く人が 

入れ替わるやり方なので、全員が発表も聞き役もできます。聞き役の 

子は、友だちの発表について質問したり感想を発表したりと学び合い 

の様子がたくさん見られました。お父さんやお母さんに向かい丁寧に 

説明する姿からは、６年間の成長ぶりも伝わったのではないかと思い 

ます。 

みんな上達！スキー教室 
 

今回のスキー教室の講師は、次の方々です 

・小渡 正利さん    ・野田 祥紀さん 

・栁久保 一幸さん   ・下舘 純也さん 

・成谷 義克さん    ・小笠原 賀之さん 
・木地谷 基視さん   ・下舘 聡子さん 

・下舘 美由紀さん 

ありがとうございました！ 
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学校評価保護者アンケート結果のお知らせ 
 今年度の学校運営について保護者の皆様からいただいたアンケートを集約しました。全校児童数分の回答

をお願いしたので数枚のアンケートにご記入いただいたご家庭もありました。ご協力誠にありがとうござい

ました。 

アンケートの集計結果で気になったのは「設問４：子どもの実態把握、理解」と「設問６：いじめ未然防

止」についてでした。学校では、年３回の「よりよい学校生活にするためのアンケート」を実施し、学校生

活の悩みやいじめ防止などの早期発見早期対応を目指しておりましたが、その対応法や結果の周知などにつ

いて改善していく必要があると感じました。同様に「わかる授業」や「保護者・地域連携」についても改善

すべき点があると感じました。学校としての考えがしっかりと伝わるような説明方法にも力を入れていくな

ど具体的な改善について考えていきたいと思います。 

 
改善の視点をくださったご意見、励ましや感謝の気持ちを届けてくださったご意見など、自由記述に関し

ても大変ありがたいものでした。保護者の皆様の要望に応えられないことも多々ありましたが、来年度の課

題として取り組んでまいります。この 1年間のご協力に感謝いたします。 

 

 

【第２回学校評議員会】 
 ２月２１日に第２回学校評議員会を開きました。学校運営についての説明等をした後、５時間目の授業も

見ていただきました。参観後、「どの学年も一生懸命やっていてとても良いですね。」と、お褒めの言葉をい

ただきとてもうれしかったです。学校運営についてのご助言等もありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

評　価　項　目 全校

1 学校は、子どもたちが生き生きと楽しい学校生活を送ることができるように努めている。 3.6

2 学校は、子どもたちにわかりやすい授業をしている。 3.5

3 学校は、保護者や地域の願いにこたえようと努めている。 3.6

4 学校は、子ども達の実態を把握し、理解しようと努めている。 3.3

5 学校は、保護者からの連絡や相談に、いつでも、丁寧に対応している。 3.6

6 学校は、いじめ未然防止や子どもたちの問題となる行動について、適切に指導している。 3.4

7 校報や学級通信などで学校の様子をよく伝えている。 3.7

8 学校は、子ども達の豊かな学習活動のために環境を整えるように努めている。 3.5

9 いろいろな行事や活動は、子どもたちにとって有意義なものとなっている 3.7

10 学校は、保護者や地域の方々との連携を大切にしている。 3.5

**３月の予定**  全国一斉休業要請により未定（中止）となります 

今後のことについては、おたよりやメール等でお知らせいたします。 

２日（月）期末清掃週間           １２日（木）午前授業 

３日（火）児童朝会             １３日（金）卒業式予行 午前授業 

６日（金）ワックス塗り ５時間授業     １６日（月）修了式 午前授業 

１０日（火）音楽朝会             １７日（火）卒業式 卒業を祝う会 

１１日（水）給食最終日            ２４日（火）離任式 ＰＴＡ送別会 



 

 

 

 

 

 

〒０２８－８６０２ 久慈市山形町川井１０－１３－１     ◇◇◇学校教育目標◇◇◇ 

TEL７２－２００１・FAX７２－３１２９      学び高めあう子  （知育） 

児童数５５名 教職員数１６名          心豊かな子    （徳育） 

令和２年３月１６日（月）発行 Ｎｏ４３６      強くたくましい子 （体育） 

 

 

 

 

平成から令和へと元号が代わった今年度、山形小学校の子どもたちは元気いっぱいに過ごしてきまし

た。大きな事故もなく無事に１年を終えることができるのも、日ごろから学校へのご理解ご協力をくだ

さっている保護者ならびに地域の皆様のおかげです。本当にありがとうございました。 

約２週間ぶりに登校した子どもたちは、いつもの明るい笑顔でした。臨時休校中の課題もがんばった

ようです。修了式ではそれぞれの学年の代表者が、修了証と祝い品を受け取りました。式に臨む態度も

とても立派で、１年間の成長を感じました。 

そして、明日３月１７日は、山形小学校の１２０回目の卒業式があります。 

今年は、新型コロナウィルス感染症の予防対策のため、やむなく臨時休校措置を取ったため、十分な

練習はできませんでした。でも、卒業式会場や廊下などを卒業式仕様にしっかりと整えました。卒業生

のみなさんが卒業を実感できるように、大きな節目をかみしめられるように心を込めて準備しました。 

また、感染拡大の予防対策の一つとして、卒業式の内容も来賓あいさつ等を省略し短縮しますが、主役

である卒業生に関わることは全て予定通り行います。今年も、演台を体育館中央に設置し、卒業生一人

ひとりがよく見える形で行います。卒業生の席から演台へは、レッドカーペットが敷いてあります。レ

ッドカーペットの上を歩んでいく卒業生の姿に６年間の成長を見ることができるでしょう。卒業式の感

動を全員で共有し合いたいです。 

７名の卒業生のみなさん、６年間の思い出を胸に、しっかりと前を見つめ巣立っていってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書室前の掲示 

 

********************************************************************** 

第３６回久慈地区山火事予防ポスターコンクール入賞者 
 毎年、応募しているコンクールの審査結果が届きましたのでお知らせします。 

＜高学年の部＞ 

優良賞：４年・下斗米 音耶さん、６年・木地谷 凛香さん 

入選：４年・田端 羅良さん、下舘 重仁さん、上村 慧さん、５年・下舘 春稀さん、成谷 奏太さん、

下舘 羽來さん、６年・角 美希さん、宅石 朱希さん 

修了＆卒業  おめでとうございます！ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1491987329/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1jdk05MjBETWk1WS9VZjh6SnRKWVNUSS9BQUFBQUFBQVdwTS9RLTY2ZkNMVURDQS9zODAwL2Zsb3dlcl9yb3NlLnBuZw--/RS=^ADB6sAhp66F7tQ3kHJsDHyoViBUgmI-;_ylt=A2Rivc4AmuxYThEAzBaU3uV7


職員チームは歌「パプリカ」 

生演奏つき 

＜低学年の部＞ 

優良賞：３年・小渡 桜咲月さん、日向 瀬名さん、 

入選：２年・砂川 喜和満さん、３年・小笠原 涼舞さん 

 

************************************************************************** 

笑顔でありがとう！～６年生を送る会～ 
 ２月２７日は「６年生を送る会」の日でした。５年生の実行委員会が中心となり計画を立て、準備を進め

てきました。６年生を送る会では、各学年の発表があります。６年生に感謝の気持ちを伝えようとそれぞれ

の学年なりに工夫を凝らして練習をしてきたようです。山形小学校の仲の良さがよく表れたひと時でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６年女子（凛香さん、美希さん、朱希さん）   ６年男子（ルミナさん、樹さん、勢那さん、大輝さん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

進行は５年生         エスコートは１年生        実行委員長あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年生と２年生は６年生に挑戦！クイズ・縄跳び・ダンスで対決    ４年生はジェスチャーゲームと 

                                  プレゼント 

 

 

 

 

 

 

 

３年生は「パネルアタック山形」   ５年生は歌「ありがとう」     

団体賞として「学校賞」もいただきました。 


